
会　　告

電子投稿・査読システム導入
および編集委員会事務局移行のお知らせ

日本集中治療医学会雑誌では，2011年7月1日より電子投稿・査読システム“Editorial 
Manager”を導入いたします。詳細は本学会ホームページ（6月中に掲載予定）をご覧下さい。

2011年7月1日以降は，本システム以外の投稿を受け付けできません。なお，既に査読・
改訂中の原稿についても，7月1日以降に再投稿を行う場合には，必ず本システムを利用し
て下さい。ご理解ご協力のほど，よろしくお願いいたします。

今回の電子投稿・査読システム導入に合わせ，同年7月1日以降に受け付けた原稿の取り
扱いは，下記出版社にて行います。7月1日以降の本機関誌に関する問い合わせ，文書送付
等については，下記までお願い申し上げます。

《2011年7月1日以降》
株式会社 学研メディカル秀潤社　臨床編集室内

「日本集中治療医学会雑誌」編集委員会事務局
〒141-8414　東京都品川区西五反田2-11-8
TEL. 03 -6431-1211　FAX. 03 -6431-1214
E-mail. jjsicm@shujunsha.co.jp

 2011年4月
 一般社団法人 日本集中治療医学会
 理 事 長　　前川　剛志
 機関誌編集委員会
 委 員 長　　森㟢　　浩



会　　告

「集中治療領域の研究における利益相反（COI）マネージメント

に関する指針」ならびに「同施行細則」の策定について

一般社団法人日本集中治療医学会では，「集中治療領域の研究における利益相反（COI）マネー
ジメントに関する指針」ならびに「同施行細則」を策定し，2011年4月1日より施行することとい
たしました。

詳細は，本機関誌巻末（p. 317〜322）もしくは日本集中治療医学会ホームページ掲載の同指
針・施行細則をご参照下さい。

 2011年4月1日
 一般社団法人 日本集中治療医学会
 理 事 長　　前川　剛志
 個人情報・利益相反検討委員会
 委 員 長　　行岡　秀和
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各種認定審査のお知らせ

専門医審査委員会

日本集中治療医学会では，下記の事項につき，2011年度（平成23年度）の資格審査を行いますので，該
当者および該当施設は申請手続きを始めて下さいますようお願いいたします。

［Ⅰ］　資格審査項目
（1）	 集中治療専門医認定審査
（2）	 集中治療専門医更新審査
（3）	 集中治療専門医研修施設認定審査
（4）	 集中治療専門医研修施設更新審査

［Ⅱ］　申請手続期間（1）～（4）の全ての審査項目共通
2011年（平成23年）4月1日〜5月31日（消印有効）

［Ⅲ］　申請対象
集中治療専門医認定：2011年3月31日までに申請資格を満たす者
集中治療専門医研修施設認定：2011年3月31日までに申請資格を満たす施設
集中治療専門医更新：認定期間が2012年3月31日までの者
集中治療専門医研修施設更新：認定期間が2012年3月31日までの施設
（申請資格は，集中治療専門医制度規則および細則＜巻末＞を参照のこと）

［Ⅳ］　連絡先（手続事務）
日本集中治療医学会事務局
〒113-0033	 東京都文京区本郷3-32-6
	 ハイヴ本郷	3階
	 TEL.	03-3815-0589　FAX.	03-3815-0585

［Ⅴ］　手続方法
①	 申請用紙の希望者は，住所，氏名を記入し，240円切手を貼付したA4判の返信用封筒を同
封のうえ，専門医申請書または専門医研修施設申請書希望と明記して，お送り下さい。

②	 昨年度の専門医申請書は使用できません。
③	 専門医の更新，専門医研修施設の更新の対象者および施設には，学会事務局より申請用紙を
送付いたしますので，遅滞なく手続きを進めるようお願いいたします。申請用紙が4月10日
までに郵送されない場合は，学会事務局に御連絡下さい。
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集中治療専門医認定審査について

専門医審査委員会

日本集中治療医学会では，集中治療専門医認定審査を，下記の如く行いますので，該当者は申請手続き
をお願いいたします。
提出書類に不備のないよう，早めに手続きをお願いいたします。

（1）	申請資格者
	 	 2011年（平成23年）3月31日までに申請資格を満たす者
	 	 （集中治療専門医制度規則および細則<巻末>を参照のこと）

（2）	申請期間
	 	 2011年（平成23年）4月1日〜5月31日（消印有効）

（3）	書類審査の合否の報告（本人通知）8月上旬

（4）	専門医筆記試験
	 	 期　日：	 2011年（平成23年）8月21日（日）
	 	 場　所：	日本医科大学
	 	 	 東京都文京区千駄木1-1-5

（5）	結果発表（本人通知）

（6）	連絡先（手続事務）
		 	 日本集中治療医学会事務局
		 	 〒113-0033	 東京都文京区本郷3-32-6
	 	 	 	 ハイヴ本郷	3階
	 	 	 	 TEL.	03-3815-0589　FAX.	03-3815-0585

申請用紙の希望者は，住所，氏名を記入し，240円切手を貼付したA4判の返信用封筒を同封の
うえ，専門医申請書希望と明記して，お送り下さい。
昨年度の専門医申請書は使用できません。
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専門医審査委員会

客観性と集中治療専門医としての質をより一層担保するために，2011年度より以下のように専門医試
験が変更となりますので，お知らせ致します。

専門医試験の変更点

1．正答肢選択式問題数を40から60題に増やす。

2．正答肢選択式問題のうち少なくとも12題（20％）以上は症例問題とする。

3．記述式問題は10題の中から2題（従来は3題）を選び，それぞれ別の解答用紙に記入する。
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1） 集中治療専門医申請資格の緩和について

　集中治療専門医申請資格が下記の通り緩和されましたのでお知らせいたします。
（1）	 勤務する集中治療施設に集中治療専門医がいないことのみで，専門医研修施設認定の申請が行えない場合
a）	 集中治療専門医認定の申請書類提出と同時に集中治療専門医研修施設の認定に必要な申請書類を提出する。
b）	 集中治療専門施設に相応しい内容であることが認定されれば，専門医認定試験の受験が許可される。
c）	 専門医認定試験に合格すれば，専門医と研修施設が同時に認定される。

（2）	 勤務する集中治療施設に集中治療専門医がいないこと，およびICU施設面積が規格に足りないことで専門医研修施設
認定の申請が行えない場合

a）	 集中治療専門医認定の申請書類の提出と同時に集中治療専門医研修施設の認定に必要な申請書類を提出する。
b）	 施設面積は規格に満たないが，集中治療専門施設に相応しい内容であることが認定されれば，専門医認定試験の受
験が許可される。

c）	 専門医認定試験に合格すれば，専門医のみが認定される。
（3）	 研修経歴に施設基準に満たない施設での研修が含まれていて専門医認定の申請が行えない場合
a）	 集中治療専門医認定の申請書類の提出と同時に集中治療専門医研修施設の認定に必要な申請書類を提出する。
b）	 当該施設が上記の緩和条件に合致する場合は受験が許可される。
c）	 専門医認定試験に合格すれば専門医が認定される。

2） 集中治療専門医研修施設認定のための更新申請書類の簡素化について

　集中治療専門医研修施設認定のための更新申請書類の簡素化について下記の通り決定されましたのでお知らせいたします。
　提出が必要な更新申請書類

①	集中治療専門医研修施設認定更新申請書
②	集中治療部医師の構成および勤務体制，看護師の構成および勤務体制
③	集中治療室における専従医１週間の勤務表
④	集中治療専従医師の日勤および夜勤（あるいは当直）勤務表
⑤	集中治療室における看護師の日勤および夜勤（あるいは当直）勤務表
⑥	重症30例の治療概略一覧表
⑦	施設長（病院長）の証明書

　変更がなければ提出が不要となった更新申請書類
①	施設責任者証明書類の写し
②	集中治療専門医認定証の写し
③	都道府県知事の特定集中治療室管理証（管理加算受領証）の写し
④	申請病院の概要
⑤	病院内組織図（中央部門であることの証明）
⑥	集中治療室の概要
⑦	見取り図

　なお，1）集中治療専門医申請資格の緩和についても，2）集中治療専門医研修施設認定のための更新申請書類の簡素化
についても平成17年4月1日から発効いたします。

以上

平成17年4月1日
日本集中治療医学会
理　事　長　平澤　博之
専門医制度委員会委員長　丸川征四郎
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専門医制度委員会

日本集中治療医学会	集中治療専門医申請・更新につきまして連絡申し上げます。
日本集中治療医学会学術集会の出席証明は，学術集会および地方会ともに出席証明書をもって行い
ますので，それぞれの出席証明書は保管し上記申請・更新時にそのコピーを提出して下さい。
また，以下に申請審査にあたっての申し合わせ事項を示しますが，集中治療専門医制度規則，施行
細則および別表（巻末掲載）を，必ず御覧下さい。

＜申請審査にあたっての申し合わせ＞

1）	学会出席
a.	地方会出席については，申請書締切までに開催される他の地区の地方会参加の場合
も可とする

b.	リフレッシャーセミナー出席については，地方会出席と同等の単位とする

2）	学会発表・学術論文：業績記載期限（原則：過去5年間）
a.	 5年前の3月31日までに限定せず，5年前の年度内の業績（1月〜3月の業績）も可と
する

	 申請書締切までの業績も可とする
b.	論文については，発行前でも採択通知があれば可とする
c.	 上記で認められた学会発表・学術論文は次回の専門医更新時には，使用不可とする

3）	日韓集中治療専門医合同学術集会発表
日韓集中治療専門医合同学術集会発表については，日本集中治療医学会学術集会発表
と同等の業績とする

4）	学術論文
企業PR誌，病院内紀要に掲載されたものは認めない

5）	専門医更新についての有効期限（更新申請期限）の延長について
病気・留学以外は認めない

以上
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第39回日本集中治療医学会学術集会　会告（第2報）

	 	 第39回日本集中治療医学会学術集会
	 	 会長　福家　伸夫
	 	 〒299-0111　千葉県市原市姉崎3426-3
	 	 帝京大学ちば総合医療センター

　第39回日本集中治療医学会学術集会を下記要領で開催いたします。多数の演題のご応募並びに学術集会へのご
参加を歓迎いたします。

テ　ー　マ：	 Quality	and	Safety	in	Critical	Care
会　　　期：	 2012年（平成24年）2月28日（火）・29日（水）・3月1日（木）
	 	理事会，評議員会，および併催する第17回アジア太平洋集中治療医学会（Asia-Pacific	 Congress	 of	

Critical	Care	Medicine）の開会式典を2月27日（月）に行います。
会　　　場：	幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

<学術集会概要>

　学術集会の概要につきましては2011年3月時点での予定企画情報のみ掲載しております。
　第17回アジア太平洋集中治療医学会および第12回日韓合同シンポジウムを併催します。これら二つの会議は英
語が用いられます。一般演題も募集いたしますので，積極的に応募をお願いいたします。

<合同部門>
Ⅰ	 シンポジウム
	 1.	 集中治療の質の確保と向上
	 2.	 集中治療における安全性の確保と向上

Ⅱ	 ワークショップ
	大災害時に我々は何ができるのか？

Ⅲ	 展示
	新開発のヘリコプター“B429”

Ⅳ	 会長講演

<医師部門>
Ⅰ	 シンポジウム＆パネルディスカッション
企画中

Ⅱ　特別講演，招待講演
交渉中

Ⅲ	 教育講演
交渉中

Ⅳ	 委員会報告
報告を予定している委員会の委員長は早めにご連絡ください。

Ⅴ	 ワークショップ
ICUにおける超音波入門
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<看護部門>
Ⅰ	 シンポジウム＆パネルディスカッション
企画中

Ⅱ	 教育講演
ヘリコプター“B429”の開発に携わったフライトナースSandy	Kinkade氏の講演予定

Ⅲ	 ワークショップ
企画中

<臨床工学技士部門>
企画中

<演題申込>

　インターネット経由による応募のみといたしました。応募された演題の著作権は，日本集中治療医学会に帰属し，
ホームページ上に掲載され，全文検索の対象となりますのでご了承下さい。
　注意：ヒトを対象とした研究発表では，ヘルシンキ宣言（2000年10月，エジンバラ）に基づき，所属機関の倫理
委員会の承認を得て行った研究を発表して下さい。また，症例報告では，患者のプライバシー保護のため，患者が
特定できるような表現はご遠慮下さい。
　演題の応募者は，発表者，共同発表者にかかわらず，日本集中治療医学会の会員に限ります。未入会の方は必ず
入会手続きをお願いいたします。
　なお，入会手続きにつきましては，本会ホームページ（http://www.jsicm.org/）の「入会案内」をご参照いただく
か，または，送付先の住所，氏名を記載した返信用封筒（80円切手貼付）を同封し，入会申込書必要部数を明記し
て下記までご請求下さい。

	請求先：	〒113-0033　東京都文京区本郷3-32-6　ハイヴ本郷3F
	 	 日本集中治療医学会事務局
	 	 TEL：03-3815-0589

■応募アクセス方法
　第39回日本集中治療医学会学術集会のホームページ（http://www.jsicm2012.com/）にアクセスし，演題
応募用ページの要領に従って必要事項を入力し，送信して下さい。

■演題応募受付期間
2011年7月15日（金）〜8月23日（火）正午

■連絡先
第39回日本集中治療医学会学術集会準備委員会
	 帝京大学ちば総合医療センター・救急集中治療センター内
	 〒299-0111　千葉県市原市姉崎3426-3
	 TEL：0436-62-1211（内線3320）
	 FAX：0436-62-1327
	 E-mail：jicm39@med.teikyo-u.ac.jp
	 URL：http://www.jsicm2012.com/
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運営準備室
	 日本コンベンションサービス株式会社
	 〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-4-2	大同霞が関ビル18階
	 TEL：03-3508-1214
	 FAX：03-3508-1302
	 E-mail：39icm@convention.co.jp
	 担当：野上　暁・古澤　奈央

学会幹事：	志賀　英敏（医師部門）
	 	 	 賀来かおり（看護部門）
	 	 	 小川由希子（臨床工学技士部門）


